森喜朗会長が関係者に辞意伝達 後任は川淵三郎氏で調整 - 東京オリンピック：...
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東京オリンピック （五輪）・ パラリンピック 大
会組織委員会の 森喜朗 会長（83）=元首相=
が11日、女性蔑視発言をめぐり辞任の意向を
固めたことがわかった。複数の関係者に同
日、辞意を伝えた。後任は、 日本サッカー協
会 や 日本バスケットボール協会 の会長を歴
任し、 東京五輪 では 選手村 村長を務める
記者会見を終え、引き揚げる東京五輪・パラリンピック

川淵三郎 氏（84）で調整している。

大会組織委員会の森喜朗会長=2021年2月4日、東京
都中央区、代表撮影

森会長は3日のJOC臨時評議員会で、「女性
がたくさん入っている理事会の会議は時間が
かかります」などと発言。4日の記者会見で謝

罪し、発言を撤回した。その時点では辞任を否定していたが、国内外で批判の声が高まってい
た。
森会長は五輪憲章の根本原則には「肌の色や性別、宗教などいかなる差別も許さない」などと
明記されており、森会長も「オリンピック・ パラリンピック の精神に反する不適切な表現だった」と
弁明したが、国内外のスポーツ関係者から「五輪憲章違反だ」との指摘が出た。
国際オリンピック委員会 （IOC）は森会長の4日の会見後、「森会長は発言について謝罪した。
これでIOCはこの問題は終了と考えている」とコメント。組織委内部では「代わる人がいない」との
声が多く、辞任論は高まらなかった。
しかし、記者会見で森会長が見せた、いら立ちを隠さない態度に批判の声が収まらず、大会ボ
ランティア辞退の動きも出た。 菅義偉首相 は8日、発言について「国益にとって芳しいものでは
ない」と述べ、IOCも9日、「発言は極めて不適切」と改めてコメントを出していた。
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ここから続き

森会長は2000年4月から約1年間、首相を務めた。その後、 日本体育協会 （現・日本スポーツ
協会）や 日本ラグビー協会 の会長を歴任し、 東京五輪 ・パラの招致にも尽力した。14年1月の

資産をどう受け継ぐか？
富裕層向け資産運用のプロに聞く、
ファミリービジネスの事業承継

組織委発足時に会長に就任し、記者会見で、「招致活動で築いた以上のオールジャパン体制を
作っていく。IOCに、こういうやり方もあるなとお示しができるようにしたい」と述べていた。
後任にあがっている川淵氏は サッカー日本代表 として、1964年 東京五輪 に出場。91年にJ

現場はがんばっているのに
売上があがらない… という悩みに
セミナー「営業のデジタル化」

リーグ初代チェアマンに就任し、 日本サッカー協会 会長などを歴任した。東京・晴海の 選手村
の村長で、 東京五輪 ・ パラリンピック 大会組織委の評議員も務めている。
ミッションは月へ。技術究めた旅。

森会長のJOC臨時評議員会での発言は以下の通り。

月着陸機に使われるシチズンの独自素材

これはテレビがあるからやりにくいんだが。女性理事を選ぶっていうのは、4割、これは 文科省

スノーピーク山井会長に聞く、

がうるさくいうんですよね。

ファミリー企業における事業承継

【採録】松井咲子さんと学んで始める
未来を守る、これからの投資信託とは？

https://digital.asahi.com/articles/ASP2C3QKGP26UTIL01L.html?_requesturl=article...
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だけど、女性がたくさん入っている理事会は、理事会の会議は時間がかかります。これは、ラグ
ビー協会、今までの倍時間がかかる。女性がなんと10人くらいいるのか？ 5人いるのか？ 女
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と思うんでしょうね。それでみんな発言されるんです。

野菜で「免疫維持」する食事術

結局、あんまりいうと、新聞に書かれますけど、俺がまた悪口言ったとかなりますけど、女性を

教育のオンライン化にどう向き合う？

必ずしも数を増やしていく場合は、発言の時間をある程度、規制を促していかないとなかなか終
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